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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 9,121 ― 237 ― 523 ― 326 ―

20年3月期第1四半期 9,212 2.3 637 1.3 806 13.0 514 17.6

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 3.34 ―

20年3月期第1四半期 5.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 59,887 44,353 74.0 453.35
20年3月期 59,881 44,972 75.0 459.67

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  44,307百万円 20年3月期  44,927百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 18,600 ― 650 ― 900 ― 500 ― 5.12
通期 41,000 2.4 2,100 1.1 2,600 13.7 1,400 2.2 14.32

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】  4.その他をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】  4.その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】  4.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 本資料に記載されている将来に関する記述は、現時点において合理的であると判断するデータに基づいて作成しておりますが、様々な不確定要素が内在しているた
め、実際の業績は見通しと異なる可能性があります。  

新規 1 社 （社名 旭有機材樹脂（南通）有限公司 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  99,002,000株 20年3月期  99,002,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,269,309株 20年3月期  1,263,529株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  97,735,957株 20年3月期第1四半期  97,755,344株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油の急騰による原材料価格の騰貴が、それ
まで堅調であった企業損益に大きな影響を与えるとともに、食料品や生活必需品の値上げにより個
人消費にも陰りが見られるようになるなど、景気の先行き不安が一層拡大しました。
　また、海外経済につきましても、新興国を中心に景気はなお拡大基調にあるものの、米国経済の
減速やサブプライムローン問題などを背景として、景気拡大の減速が顕著になりました。
　このような事業環境下で、当社グループは、原材料価格の高騰に対応する売値の修正に努めると
ともにコスト削減を進め、また新製品を中心に販売数量の拡大を図りました。
　その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は9,121百万円、営業利益は237百万円、経常利益
は523百万円、四半期純利益は326百万円となりました。
  
事業部門別の状況は、次のとおりであります。
①管材システム事業部門
　主力製品である配管材料は、公共事業の減少に加え昨年の建築基準法改正の影響による建築着工減少
が継続し、販売数量が伸び悩みました。利益面におきましては、積極的にコストダウンに取組んだもの
の、原材料価格の高騰に対応する売値転嫁が進まず、販売数量も減少しました。
　これらの結果、当事業部門の売上高は5,831百万円、営業利益は182百万円となりました。

②樹脂事業部門
　主力製品である鋳物用樹脂及びＲＣＳは、主要仕向け先である自動車関連産業の国内生産が堅調に推
移したことや、海外子会社が業績を伸ばしたことから、売上高は前年を大幅に上回りました。利益面に
おきましては、生産コストの削減や高付加価値製品の市場投入を進めましたが、原材料価格の高騰に売
値修正の浸透が追いつかず、収益は伸びませんでした。
　これらの結果、当事業部門の売上高は3,290百万円、営業利益は55百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末の資産は59,887百万円となり、前連結会計年度末に比べ6百万円増加しまし
た。これは受取手形及び売掛金などの流動資産が減少するなか、設備投資に伴う有形固定資産や投資有価証
券などの固定資産が増加したことによるものであります。
　負債は15,534百万円となり、前連結会計年度末に比べ625百万円増加しました。これは主に支払手形及び買
掛金の減少がありましたが、当座借越による短期借入金の増加によるものです。
　純資産は44,353百万円となり、前連結会計年度末に比べ619百万円減少しました。これは配当による株主資
本の減少と為替換算調整勘定の減少などによる評価換算差額等の減少によるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月14日に公表しました「平成20年３月期 決
算短信」における業績予想に変更はありません。
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4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

当第１四半期連結会計期間から、重要性が増した旭有機材樹脂（南通）有限公司を連結の範囲に含めて
おります。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（簡便な会計処理）

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法
　前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２ 棚卸資産の評価方法
　実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的方法により棚卸高を
算定しております。
　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売
却価格を見積り、簿価切下げを行なう方法によっております。

３ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

４ 未実現損益の消去
　四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合
理的に見積って計算しております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

　 税金費用の計算
　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

１ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連
結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30
日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成
６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期
間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方
法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
方法によっております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
　これによる損益への影響はありません。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,185 2,449

受取手形及び売掛金 15,699 16,794

有価証券 561 1,274

たな卸資産 7,082 6,815

その他 1,037 1,026

貸倒引当金 △67 △79

流動資産合計 27,496 28,279

固定資産

有形固定資産 14,870 14,108

無形固定資産 617 645

投資その他の資産

投資有価証券 13,905 12,902

その他 3,066 4,015

貸倒引当金 △68 △67

投資その他の資産合計 16,904 16,850

固定資産合計 32,390 31,602

資産合計 59,887 59,881

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,951 9,064

短期借入金 1,825 27

未払法人税等 215 197

引当金 360 －

その他 2,315 2,621

流動負債合計 12,666 11,908

固定負債

長期借入金 146 195

退職給付引当金 1,363 1,369

役員退職慰労引当金 185 247

その他 1,174 1,190

固定負債合計 2,868 3,001

負債合計 15,534 14,909

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 8,480 8,480

利益剰余金 31,774 31,936

自己株式 △543 △541

株主資本合計 44,711 44,876

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △325 △166

為替換算調整勘定 △79 218

評価・換算差額等合計 △404 51

少数株主持分 46 45

純資産合計 44,353 44,972

負債純資産合計 59,887 59,881
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 9,121

売上原価 6,247

売上総利益 2,874

販売費及び一般管理費 2,637

営業利益 237

営業外収益

受取利息 55

受取配当金 61

持分法による投資利益 8

複合金融商品運用益 106

その他 66

営業外収益合計 297

営業外費用

支払利息 4

その他 6

営業外費用合計 10

経常利益 523

特別利益

貸倒引当金戻入額 12

その他 1

特別利益合計 12

特別損失

固定資産除売却損 8

その他 0

特別損失合計 9

税金等調整前四半期純利益 527

法人税等 200

少数株主利益 1

四半期純利益 326
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

管材システム
事業(百万円)

樹脂事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

5,831 3,290 9,121 ― 9,121

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,831 3,290 9,121 ― 9,121

営業利益 182 55 237 ― 237

(注) １ 事業区分の方法

製品の種類、性質、製造方法、販売方法等類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行なっ

ております。

２ 各事業の主要製品

事業区分 主要製品

 管材システム事業

プラスチック製バルブ、パイプ、継手、フランジ、ガスケット、汚泥改質機

構、電気透析脱塩装置、配管工事等のエンジニアリング、半導体関連機器

の治工具洗浄装置等

 樹脂事業

フェノール樹脂（鋳物用、発泡用、建材用、電子材料用、一般工業用

等）、レジンコーテッドサンド、フェノール樹脂成形材料、ジアリルフタレート

樹脂成形材料等

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

日本
(百万円)

米国
(百万円)

中国
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

8,162 891 68 9,121 ― 9,121

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

382 ― ― 382 (382) ―

計 8,544 891 68 9,503 (382) 9,121

営業利益又は営業損失(△) 215 27 △ 4 239 (2) 237
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【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 783 458 1,241

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 9,121

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

8.6 5.0 13.6

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域

(1)北米・・・・・・・米国、カナダ

(2)その他の地域・・・上記以外の欧州、中南米、アジア等の地域

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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旭有機材工業㈱(4216)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考」

（要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科 目

前年同四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

金額

Ⅰ 売上高 9,212

Ⅱ 売上原価 6,097

　 売上総利益 3,115

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,478

　 営業利益 637

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息及び配当金 136

　2. 為替差益 40

　3. その他 19

　 営業外収益合計 194

Ⅴ 営業外費用 25

　 経常利益 806

Ⅵ 特別利益

　1. 投資有価証券売却益 91

　2. その他 16

　 特別利益合計 108

Ⅶ 特別損失 15

　 税金等調整前四半期純利益 898

　 法人税、住民税及び事業税 124

　 法人税等調整額 259

　 少数株主持分損益 1

　 四半期純利益 514

― 8 ―

決算短信 2008年08月06日 19時56分 00188xe01_in 7ページ （Tess 1.10 20080626_01）


